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(57)【要約】
【課題】発電機および加速度センサに用いることができ
る新規の永久磁石素子、およびこの永久磁石素子を用い
ることで、簡素で部品点数を少なくでき小型で信頼性に
優れ、発生電圧を高くできる発電機および加速度センサ
。
【解決手段】軸方向と直交する外周面にコイル３が巻回
された非磁性筒状体２内に、該筒状体の軸方向に振動可
能に収容されて使用され、複数の永久磁石を組み合わせ
て得られ、上記永久磁石素子１は、２個の永久磁石の同
極同士を非磁性筒状体の軸方向に対向させて該軸方向中
心部を磁性体で固定した第１の永久磁石体５と、この第
１の永久磁石体の非磁性筒状体の軸方向外面に磁気結合
された第２の永久磁石体６とで構成される。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸方向と直交する外周面にコイルが巻回された非磁性筒状体内に、該筒状体の軸方向に
振動可能に収容されて使用され、複数の永久磁石を組み合わせて得られる永久磁石素子で
あって、
　該永久磁石素子は、２個の永久磁石の同極同士を前記筒状体の軸方向に対向させて該軸
方向中心部を磁性体で固定した第１の永久磁石体と、この第１の永久磁石体の前記筒状体
の軸方向外面に磁気結合された第２の永久磁石体とからなることを特徴とする永久磁石素
子。
【請求項２】
　前記第１の永久磁石体における同極同士は、相互に密接して対向していることを特徴と
する請求項１記載の永久磁石素子。
【請求項３】
　前記第１の永久磁石体および第２の永久磁石体から構成される永久磁石素子は、複数個
の前記第１の永久磁石体と、この第１の永久磁石体の前記筒状体の軸方向外面間に磁気結
合された第２の永久磁石体とからなり、前記複数個の前記第１の永久磁石体における対向
固定された磁極は前記第２の永久磁石体を挟んで磁極が異なることを特徴とする請求項１
または請求項２記載の永久磁石素子。
【請求項４】
　軸方向と直交する外周面にコイルが巻回された非磁性筒状体と、この筒状体に収容され
た永久磁石素子とを含み、この永久磁石素子を前記非磁性筒状体内で振動させることによ
り、前記コイルに電圧を発生させる振動発電機において、
　前記永久磁石素子が請求項１、請求項２または請求項３記載の永久磁石素子であること
を特徴とする振動発電機。
【請求項５】
　前記コイルの外周に嵌合できる磁性筒状体を設けることを特徴とする請求項４記載の振
動発電機。
【請求項６】
　軸方向と直交する外周面にコイルが巻回された非磁性筒状体と、この筒状体に収容され
た永久磁石素子とを含み、この永久磁石素子に印加された加速度を前記コイルに発生した
電力として検知する加速度センサにおいて、
　前記永久磁石素子が請求項１、請求項２または請求項３記載の永久磁石素子であること
を特徴とする加速度センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は永久磁石素子およびこの永久磁石素子を用いた発電機および加速度センサに関
し、特に同極同士を対向させて固定した一体型磁石を振動させることで軸方向に生じる急
激な磁束変化を利用して外周面に設置されたコイルに発生する誘導起電力を利用する発電
機および加速度センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ある方向の磁界（磁場）内を導体が動いたときに、その導体内に電流が流れる現象を利
用する発電機および加速度センサとして従来技術１～従来技術４が知られている。
　従来技術１（特許文献１）は、ハウジング内に一対の永久磁石およびをそれらの同極性
に対向して互いに離隔して配置させ、それらの磁石の間にコイルを移動させることで発生
した電圧をオペアンプに接続している構造である。コイルの移動距離が短いためにコイル
の巻数を多く巻く必要があり、現に３５μｍΦのコイルを２０００ターン巻いたものを使
用している。そして、コイルの巻回厚さは、０．１ｍｍの厚さと限られたものとなってい
る。
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　しかし、従来技術１は、磁束量は同極性に対向させていてもコイルを通過する磁束の通
過方向と磁束量の向上が考慮されていないため、コイル巻きに高度な技術を必要として、
しかも電圧の成果は低いものとなっている。対向する同極性の対面間の磁束を活用しよう
とするからであり効果が少ないと考えられる。
　また、従来技術１は、ポールの内部でベクトル的に直線となる位置にコイルを置いて加
速度センサとするものが最高の検出値がとりだせるものであり、この構造では漏れ磁束で
検出されているにすぎない。さらに、コイルが３５μｍΦの細線となると高価となり、断
線が生じやすくなるなど、製品に仕上げた場合は信頼性がない製品となる。
【０００３】
　従来技術２（特許文献２）は、文献１と同じでハウジング内の中央にホール素子を置き
パイプの両側に一対の永久磁石を同極性に対面させて斥力により、パイプの両側に押し付
けられている。ハウジングに加速度を加えることで永久磁石は移動する。このとき中央の
磁束密度の変化をホール素子で検知をする。したがって、出力電圧を得るためにはホール
素子に電流を流す必要がある。
　しかし、従来技術２は、永久磁石間の磁束密度の変化を捉える方法であるが、駆動のた
めに電源が必要となる問題がある。
【０００４】
　従来技術３（特許文献３）は、文献１、２同様に類似の構造であり、ここでは永久磁石
の漏れ磁石の循環磁束を永久磁石の外側に巻いたコイルで誘導起電力として検出する。
　しかし、従来技術３の漏れ磁束をコイルに通過させる方式では誘導起電力が微弱な電圧
であり、直接負荷に供給して利用するには電圧を昇圧させなければならないなどの問題が
あり、直接に負荷を駆動させる電力とすることは困難である。この負荷は発光照明程度で
ある。
【０００５】
　従来技術４（特許文献４）は、これも文献１、２、３と同様であり、漏れ循環磁束をコ
イルで誘導起電力として取り出している。
　しかし、従来技術４は、可動磁石から放出される漏れ磁束をコイルに通過させており、
磁束の通過量が少なく誘導起電力も少ない。そこで、このコイルを２個直接に接続して電
圧を昇圧させることで利用している。この構造でも直接負荷に接続する場合の電圧は不足
する場合が多く、コイル巻き数を多く巻く必要がある。
【０００６】
　従来技術１～従来技術４は、漏れ循環磁束をコイルで誘導起電力として取り出している
ものであり、これらの構成で発電できるのは、漏れ循環磁束を誘導起電力として得る方法
に頼っている。よって、磁軸の側面からコイルの芯までの角度とその距離と変化させる速
度で誘導起電力の大きさが決まる。この離隔距離を如何に小さくした製品に仕上げること
ができるか、コイル巻き数を多くすることで製品の性能が問われることになり、あまり距
離を近づけることができなかった。そのため誘導起電力には限界があった。例えば、この
現象を利用する従来の永久磁石発電機やセンサに使用される永久磁石から放出されている
磁束密度は、直径６ｍｍ、長さ２０ｍｍの円柱の、ネオジム磁石で磁軸側面の磁束密度は
、０．４６６（Ｔ）であり、距離が遠くなるほど磁束密度も低下する。たとえば側面から
の離隔５ｍｍの磁束密度は０．０６３８（Ｔ）これが離隔２０ｍｍでは０．００３８９（
Ｔ）ほどに低下する。そして、コイルを貫く磁束の方向と揺動磁石から放出される磁束の
方向は磁軸の方向に放出され、コイルを通過し循環する経路を通り一巡する。これは漏れ
磁束を捉えている現象である。
【０００７】
　上記従来技術を改良し、発電のための負荷が少なく、発生電圧が高い高出力、高効率の
小型携帯発電機を得るために、同極同士を微小な距離を有して対向させ、長さ方向に着磁
した複数の永久磁石を一体化し、磁束分布の変化を急峻にするとともに、磁束の方向をコ
イルの巻き方向に概略直角になるようにし、磁束を局所的に高密度にし、一体化した複数
の永久磁石の外周に複数のコイルを直列に配置し、該コイルは適宜の間隔を有し、交互に
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巻き方向が逆になるように構成し、上記一体化した永久磁石を移動させることにより発電
する振動発電機が知られている（特許文献５）。
　しかしながら、この方法においても、一体化した永久磁石の構造については検討されて
いない。例えば、磁束分布の変化の急峻性または直線性については考慮されていない。ま
た、発電機とした場合の漏れ磁界についても考慮されておらず、さらには加速度センサに
ついては開示されていない。
【０００８】
【特許文献１】特開平６－２７１３５号公報
【特許文献２】特開平５－１１３４４８号公報
【特許文献３】特開２００２－２８１７２７号公報
【特許文献４】特開表２００１－５０８２８０号公報
【特許文献５】特開２００６－２９６１４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記課題に対処するためになされたもので、発電機および加速度センサに用
いることができる新規の永久磁石素子、およびこの永久磁石素子を用いることで、簡素で
部品点数を少なくでき小型で信頼性に優れ、発生電圧を高くできる発電機および加速度セ
ンサの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の永久磁石素子は、軸方向と直交する外周面にコイルが巻回された非磁性筒状体
内に、該筒状体の軸方向に振動可能に収容されて使用され、複数の永久磁石を組み合わせ
て得られ、上記永久磁石素子は、２個の永久磁石の同極同士を非磁性筒状体の軸方向に対
向させて該軸方向中心部を磁性体で固定した第１の永久磁石体と、この第１の永久磁石体
の非磁性筒状体の軸方向外面に磁気結合された第２の永久磁石体とからなることを特徴と
する。
【００１１】
　また、永久磁石素子を構成する第１の永久磁石体における同極同士は、相互に密接して
対向していることを特徴とする。
　また、上記第１の永久磁石体および第２の永久磁石体から構成される永久磁石素子は、
複数個で構成される第１の永久磁石体と、この第１の永久磁石体の非磁性筒状体の軸方向
外面間に磁気結合された第２の永久磁石体とからなり、複数個の第１の永久磁石体におけ
る対向固定された磁極は第２の永久磁石体を挟んで磁極が異なることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の振動発電機は、軸方向と直交する外周面にコイルが巻回された非磁性筒状体と
、この筒状体に収容された上記本発明に係る永久磁石素子とを含み、この永久磁石素子を
上記非磁性筒状体内で振動させることにより、非磁性筒状体の外周面に巻回されたコイル
に電圧を発生させることを特徴とする。
　また、本発明の振動発電機は、非磁性筒状体の外周面に巻回されたコイルの外周に嵌合
できる磁性筒状体を設けることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の加速度センサは、軸方向と直交する外周面にコイルが巻回された非磁性筒状体
と、この筒状体に収容された上記本発明に係る永久磁石素子とを含み、この永久磁石素子
に印加された加速度を非磁性筒状体の外周面に巻回されたコイルに発生した電力として検
知することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の永久磁石素子は、２個の永久磁石の同極同士を非磁性筒状体の軸方向に対向さ
せて該軸方向中心部を磁性体で固定した第１の永久磁石体と、この第１の永久磁石体の非



(5) JP 2009-100523 A 2009.5.7

10

20

30

40

50

磁性筒状体の軸方向外面に磁気結合された第２の永久磁石体とから構成されるので、第１
の永久磁石体において対向された配置された一体型の磁石の中間部分から放出される磁束
密度の最高値と永久磁石の中間地点で極性変換する最低値の変化を変化率としてコイルで
捉える機構となる。その結果、振動発電機の永久磁石素子として用いると、非磁性筒状体
の外周面に巻回されたコイルが誘導起電力として発電する電力比率は高効率となる。また
、加速度センサとして用いると、磁束の変化率が一定になる領域が広くなるので、大きな
振幅でも出力が線形的になる。
　上記効果は、第１の永久磁石体を磁性体で固定することにより、また、永久磁石素子を
構成する第１の永久磁石体における同極同士を相互に密接して対向させることにより、中
間部分から放出される磁束密度がより高くなり、発電効率が高まる。また、該対向で磁束
の変化率が一定になるので、加速度センサとしての出力の線形性が向上する。
【００１５】
　本発明の永久磁石素子は、複数個で構成される第１の永久磁石体と、磁気結合された第
２の永久磁石体とから構成され、複数個の第１の永久磁石体における対向固定された磁極
が第２の永久磁石体を挟んで磁極が異なるので、第１の永久磁石体と第２の永久磁石体と
を容易に磁気結合することができる。
　また、磁力線の閉回路を構成しやすくなり、永久磁石素子を振動させても定位置に戻ろ
うとする復元作用が働きやすくなる。さらに永久磁石素子を非磁性筒状体内部空間に保持
しようとする力が発生して非磁性筒状体内面と永久磁石素子外面との摩擦を減少させるこ
とができ、非磁性筒状体内部で永久磁石素子を容易に振動させることができる。
【００１６】
　本発明の振動発電機は、軸方向と直交する外周面にコイルが巻回された非磁性筒状体と
、この筒状体に収容される上記本発明に係る永久磁石素子とから構成されるので発電効率
が高まる。その結果、別電源で増幅させるか、または、コイル巻き数を増やし電圧昇圧を
計ることなく、そのままで直接負荷に接続することが可能な発電機が得られる。
　特に非磁性筒状体の外周面に巻回されたコイルの外周に嵌合できる磁性筒状体を設ける
ので、外部の漏れ磁界を低減できる。また、対向固定された異なる磁極の永久磁石体を組
み合わせることで、反発面での磁束が循環し，もれ磁場を低減でき，安定した発電が図れ
る。
【００１７】
　本発明の加速度センサは、軸方向と直交する外周面にコイルが巻回された非磁性筒状体
と、この筒状体に収容された上記本発明に係る永久磁石素子とから構成されるので磁束の
変化が一定になる幅が広くなる。その結果、大きな振幅でも出力が線形的になる。また、
駆動のための電源が要らないので、無給電加速度センサが得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　振動発電機ならびに加速度センサに利用できる本発明の永久磁石素子を図１～図６で説
明する。
　図１は、永久磁石素子が収容されている状態を示す図であり、図２は永久磁石素子の断
面図であり、図３および図４は第１の永久磁石体の組立斜視図であり、図５および図６は
対向する磁極を変化させた場合の永久磁石体の組み合わせによる磁束密度の変化を表す図
である。
　本発明の永久磁石素子１は非磁性筒状体２内の軸方向に振動可能に収容されて使用され
る。非磁性筒状体２はその外周面にコイル３が筒状体２の軸方向と直交する方向に巻回さ
れている。また、好ましくは非磁性筒状体２の外周面に巻回されたコイル３の外周に嵌合
できる磁性筒状体４が設けられている。
【００１９】
　本発明の永久磁石素子１は、第１の永久磁石体５と第２の永久磁石体６とが相互に磁気
結合されている。本発明において、「磁気結合」とは永久磁石体においてＳ極とＮ極が磁
力により相互に固着していることをいう。
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　第１の永久磁石体５は、図３に示すように、永久磁石体５ａおよび５ｂの例えばＮ極同
士を対向させ、永久磁石体５ａおよび５ｂの中心部を貫通する磁性体７を準備し（図３（
ａ））、対向させたＮ極同士を相互に密接させて磁性体７を中心部に貫通させ（図３（ｂ
））、磁性体７の頭をかしめることで永久磁石体５ａおよび５ｂを対向固定させる（図３
（ｃ））。
　固定方法としては、図４に示すように、磁性体７ａおよび７ｂの結合部を雄ねじおよび
雌ねじの構造として、永久磁石体５ａおよび５ｂを対向固定させることができる。
【００２０】
　永久磁石体５ａおよび５ｂは、僅かな隙間を有して対向させてもよいが、本発明におい
ては、相互に密接して固定されていることが好ましい。
　磁束密度の変化を示す図において、図５（ａ）は１つの永久磁石体における磁束密度の
変化図であり、図５（ｂ）は異極同士を対向させた２つの永久磁石体における磁束密度の
変化図であり、図５（ｃ）は同極同士を１ｍｍの間隔で対向させた２つの永久磁石体にお
ける磁束密度の変化図であり、図６（ａ）は同極同士を５ｍｍの間隔で対向させた２つの
永久磁石体における磁束密度の変化図であり、図６（ｂ）は同極同士を１０ｍｍの間隔で
対向させた２つの永久磁石体における磁束密度の変化図である。
　１つの永久磁石体の場合、磁石体のＮ極の端面を０ｍｍとし、磁石体の長さを２０ｍｍ
とした例では、その磁石体の長さ方向の距離ｘを横軸に、磁束密度Ｂを縦軸に表すと、磁
束密度Ｂの変化は図５（ａ）に示される凸分布となる。
　２つの永久磁石体の異なる磁極を僅かな隙間を持たせて対向させた場合、その隙間に応
じて山中央部分がくびれた凸分布となる（図５（ｂ））。この山中央部分がくびれは２つ
の永久磁石体の離間距離が大きくなるに従い大きくなる。
　２つの永久磁石体の同じ磁極を対向させた場合（図５（ｃ）ではＮ極同士）、磁束密度
は磁石体の対向しているＮ極の端面で反転し、その離間距離が大きくなるに従い磁束密度
の線形性が失われる（図５（ｃ）～図６（ｂ））。
　このため、第１の永久磁石体５において、永久磁石体５ａおよび５ｂは相互に密接して
固定されていることが好ましい。
【００２１】
　なお、本発明において、振動発電機または加速度センサとして有効に働くことができる
永久磁石体５ａおよび５ｂの離間距離は、磁束密度の変化が直線性を示す範囲であればよ
い。その目安として、例えば、直径６ｍｍΦ、長さ５ｍｍの永久磁石に、直径６ｍｍΦの
純鉄を吸着させたときの純鉄端の磁場を縦軸に、その長さを横軸に取ったものを図７に示
す。この永久磁石は永久磁石体５ａと６を磁気結合したものに対応し、純鉄は磁性体７に
対応している。図７は、永久磁石のみの磁場についてもその端から長さを変化させたもの
も示している。この磁場の変化が直線的になる距離まで、すなわち１５ｍｍの距離までが
直線性を保つ目安とした。この長さは一方の磁石についてのものであり、対称性からその
長さを２倍した３０ｍｍが直線を保つ長さと考えられる。永久磁石の長さの約６倍の長さ
まで直線性を保つと考えられる。
【００２２】
　本発明に使用できる第２の永久磁石体６はＮ極およびＳ極を両端面に有する単一の永久
磁石体である。
　本発明に使用できる第１および第２の永久磁石体は、着磁された、フェライト磁石、ア
ルニコ磁石、サマリウムコバルト磁石、ネオジム磁石等を使用できる。なかでも、磁力の
強さ、減磁曲線の直線性などから、サマリウムコバルト磁石、ネオジウム磁石が好ましい
。
　また、これらの材料を用いて、鋳造磁石、焼結磁石、ボンド磁石、プラスチック磁石等
とした永久磁石体を使用できる。
　第１の永久磁石体５を結合させるための磁性体７は、永久磁石の磁力によって磁化され
る軟磁性体であればよく、鉄、コバルト、ニッケル、またはこれらの合金である強磁性体
が好ましい。
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【００２３】
　本発明の永久磁石素子１は、図２に示すように、第１の永久磁石体５と第２の永久磁石
体６とが相互に磁気結合されている。第１の永久磁石体５は、同極同士が磁性体で結合さ
れているので、この永久磁石体５に磁気結合される永久磁石体６の外面の磁極は永久磁石
体５の外面の磁極と同極となる。そのため、Ｎ極同士を対向させた永久磁石体５Ｎと、Ｓ
極同士を対向させた永久磁石体５Ｓと第２の永久磁石体６とが容易に磁気結合により配列
できる。なお、第１の永久磁石体５の両側に第２の永久磁石体６を磁気結合させた永久磁
石体を複数個形成した後に、それらを磁気結合させてもよく、または第１の永久磁石体５
同士を直接永久磁石体６で磁気結合させてもよい。
　第１の永久磁石体５間に永久磁石体６を挟んで配列することで、永久磁石素子１の振動
幅を調節することができる。また、第１の永久磁石体５は円筒磁石であるので永久磁石体
６に比較して磁束密度が小さくなるため、出力を大きくできる効果がある。
　また、第１の永久磁石体５の数は、少なくとも２個以上あれば振動発電機ならびに加速
度センサに利用したとき効果を生じるが、３個以上とすることで反発面での磁束が循環し
、もれ磁場を低減でき、安定化が図れる。
【００２４】
　本発明の振動発電機について図８により説明する。振動発電機９は、外周面にコイル３
が筒状体２の軸方向と直交する方向に巻回されている非磁性筒状体２と、コイル３の外周
に嵌合できる磁性筒状体４と、筒状体２に収容された永久磁石素子１とから構成される。
非磁性筒状体２の内部両端にはバネ１０が、永久磁石素子１の両端には緩衝材８がそれぞ
れ設けられている。
【００２５】
　非磁性筒状体２の外周面には、軸方向と直交する方向にコイル３が巻回されているが、
永久磁石体５ａおよび５ｂを相互に密接して固定した第１の永久磁石体５を有する上記永
久磁石素子１を用いた振動発電機において、（１）コイル３は複数個設け、その巻回方向
は隣り合うコイルが相互に逆方向となるようにし、（２）コイル３が巻回されているコイ
ル幅を磁石素子の長さから振動の振幅を差し引いた長さとし、（３）コイル３の間隔を磁
石素子の長さからコイルの幅を差し引いた長さとし、（４）コイル３の個数を磁石素子数
個とした場合に、発電出力を大きく取ることができる。ここで磁石素子の長さＬ3は第１
の永久磁石体５の両端に第２の永久磁石体６を磁気結合した長さをいう。
【００２６】
　コイル３は非磁性筒状体２の軸方向中央部に複数個設けることが好ましい。特に永久磁
石素子１が複数個の第１の永久磁石体５を有する場合、コイル３を複数個設けることで永
久磁石素子１の振動に伴う出力を効率的に取り出せる。
　また、コイル３の巻回方向は隣り合うコイルが相互に逆方向となるようにすることが好
ましい。なお、巻回方向は実質的に逆になるように構成すればよいので、コイルをすべて
同方向に巻回し、隣接するコイルの巻始め端と巻終わり端とを交互に入れ換えて直列に接
続してもよい。
【００２７】
　コイル３が巻回されているコイル幅Ｌ1は、磁石素子の長さＬ3から振動の振幅を差し引
いた長さが好ましい。この長さとすることで、磁束密度が急峻に変化する領域で磁石素子
を振動させることができるので発電効率が向上する。
【００２８】
　コイル３の間隔の長さＬ2は磁石素子の長さＬ3からコイルの幅の長さＬ1を差し引いた
長さが好ましい。この長さとすることで、磁束密度の変化が振動の振幅に対して対象とな
る位置となるため、出力波形の直線性や発電効率が向上する。
【００２９】
　コイルの個数は磁石素子数個とすることが好ましい。磁石素子数個とすることで、磁束
密度が急峻に変化する位置に設定できるので、発電効率が向上する。
【００３０】
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　コイル３の外周に嵌合できる磁性筒状体４は、強磁性体で形成することが好ましい。磁
性筒状体４を設けた場合の磁力線の分布を図９に示す。図９において磁力線１１および１
２は破線で示される。図９に示すように、磁性筒状体４を強磁性体にすることで外部の漏
れ磁界を低減できる。また、磁石素子１を振動させても、磁力線１１および１２の作用に
より、定位置に戻ろうとする復元力を磁石素子１に与えることができる。この強磁性体は
、上記第１の永久磁石体５を結合させるため用いた磁性体と同一の材料を用いることがで
きる。
【００３１】
　磁性筒状体４の長さＬ4は、磁石素子の長さＬ3と磁石素子の個数をかけたものに振動の
振幅を２倍した長さが好ましい。この長さであると漏れ磁界、摩擦を低減でき、出力を増
大させることができる。
【００３２】
　本発明の振動発電機において、非磁性筒状体２の形状は上記永久磁石素子を収容し筒状
体の軸方向に振動させることができる形状であればよい。磁束密度が周面で均一となると
考えられることから、永久磁石素子１が断面円柱状で、非磁性筒状体２が断面円筒状であ
ることが好ましい。なお、携帯電話などの薄型機器の電源として用いる場合は、非磁性筒
状体２を断面偏平円筒状とすることができる。
【００３３】
　非磁性筒状体２の材質は、磁石素子１を内部に収容し、振動させることができる機械的
強度を有し、非磁性体であれば使用できる。例えば、プラスチック、セラミックス、これ
らの複合材料などを挙げることができる。中でも機械的強度と摺動性に優れた樹脂または
樹脂組成物を用いることが好ましい。非磁性筒状体２内部に摺動性塗膜を形成することも
好ましい。
　また、コイル３は断面が円形または四角形の巻線を巻回して使用できる。
【００３４】
　図８に示す振動発電機の製造方法としては、磁石素子１、非磁性筒状体２、コイル３、
磁性筒状体４をそれぞれ準備して、順に組み立てることができる。また、金型内に磁性筒
状体４およびコイル３を収納して、一体成形法により非磁性筒状体２を形成することがで
きる。
【００３５】
　本発明の振動発電機は、非磁性筒状体２内部の一体となった磁石素子１を振動させるこ
とで、コイル３の巻数を多くするなど、外側の重さを重くすることで大きな発電力が生ま
れる。そのため、オペアンプなどを必要とすることなく電力を取り出すことができる。
　また、人の動きに対応した周波数である数Ｈｚから十数Ｈｚに共振周波数を持たせるこ
とができるため、人が携帯した際に共振周波数付近の動作をすることで発電効果を高くで
きる。また、整流回路を用いることで直流電源とすることができる。
　用途としては、デシタルカメラ電源、時計、各種リモコン、パソコン・マウス、電動歯
ブラシの電源として利用できる。また、乾電池の代替として、各種玩具類、緊急災害機器
の電源、懐中電灯に利用できる。潮汐力発電機、地震警報器、携帯電話の充電池、魔法瓶
、信号機の電源等に利用できる。
【００３６】
　本発明の加速度センサは、上記振動発電機において、永久磁石素子に印加された加速度
をコイルに発生した電力として検知することで作動する。磁石体７の長さを調節すること
で低い周波数で大きな振幅に対応させることができる。その場合、図７の結果より、線形
性を保つためには、磁性体の長さは磁石素子の長さＬ3の３倍まで離すことができる。
　また、線形性を保ち、出力が大きくなるので、オペアンプなどが必要ない。そのため、
駆動のための電源が要らない無給電振動センサが得られる。
　用途としては、自動車の衝突時のセンサ、エアー・バッグの動作センサに応用できる。
【実施例】
【００３７】
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実施例１
　外径２４ｍｍφ、内径５ｍｍφ、長さ４ｍｍのネオジム円柱状永久磁石を準備し、その
内径部分の一端面を拡径して軸方向断面が漏斗状になるように加工した。このネオジム円
柱状永久磁石を着磁して、２個の永久磁石をＳ極同士またはＮ極同士であって小径部分を
軸方向に密接して対向させ、中心部を貫通する磁性体（材質はパーマロイ（ＰＣ７８））
でかしめて固定した。この密接固定された２個の永久磁石の両側に外径２３．５ｍｍφ、
長さ２５ｍｍの着磁されたネオジム円柱状永久磁石を磁気結合して永久磁石素子を得た。
Ｎ極同士を固定した永久磁石素子と、Ｓ極同士を固定した永久磁石素子と、Ｎ極同士を固
定した永久磁石素子とを順に磁気結合して永久磁石素子を得た。永久磁石素子の軸方向外
面に緩衝部材としてＳＵＳバネを取付けた。
【００３８】
実施例２
　外径５４ｍｍφ、内径２７．２ｍｍφ、長さ１６０．６ｍｍのポリアセタール樹脂（ジ
ュラコン）製円筒を準備し、この円筒の中央外周部分をくり抜いて、コイル幅の長さ２５
ｍｍのコイルを２ｍｍの間隔をあけて３個埋め込み配置した。コイルの巻回方向はそれぞ
れ異なる方向とした。また、コイルは０．４ｍｍφのポリエステル線を１５００ターン巻
回した。３個のコイルの接続は巻回方向が異なるように直列接続として、コイル端末を出
力端子に接続した。このコイルの外周に厚さ２ｍｍ、長さ１００ｍｍの磁性筒状体（材質
はパーマロイ（ＰＣ７８））を嵌合固定した。
　この円筒内に実施例１で得られた永久磁石素子を挿入して円筒体を密封して振動発電機
を得た。
【００３９】
　得られた振動発電機を加振機（エア・ブラウン社製ＭＯＤＥＬ１１３）に円筒軸方向に
振動するように設置して、周波数を１Ｈｚ～２０Ｈｚまで変化させてその出力を測定した
。結果を図１０～図１３に示す。
　図１０は加振機の周波数が３Ｈｚ時の出力波形を破線で示し、図１１は同５Ｈｚ時の出
力波形を破線で示す。図１２は出力電圧を、図１３出力電力をそれぞれ示す。
　周波数が１Ｈｚおよび２Ｈｚでは測定できる出力が見られず、周波数が３Ｈｚでは正弦
波ではないが最大の出力を示した。５Ｈｚでは正常な正弦波出力が見られた。
【００４０】
実施例３
　実施例２で得られた振動発電機を加速度センサとして評価した。
　実施例２と同一の加振機を用いて、加速度Ｇと負荷抵抗とを変化させた場合の出力値を
測定した。結果を表１に示す。
【表１】
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【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、反発磁石間から放出される循環磁束を移動させることで発電機ならびに加速
度センサとして、簡素で小型、高性能で高信頼性の特徴を有する。デシタルカメラ電源、
時計、各種リモコン、パソコン・マウス、電動歯ブラシの電源として利用できる。また、
乾電池の代替として、各種玩具類、緊急災害機器の電源、懐中電灯に利用できる。潮汐力
発電機、地震警報器、携帯電話の充電池、魔法瓶、信号機の電源等に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】永久磁石素子が収容されている状態を示す図である。
【図２】永久磁石素子の断面図である。
【図３】第１の永久磁石体の組立斜視図である。
【図４】第１の永久磁石体の他の組立斜視図である。
【図５】永久磁石体の組み合わせによる磁束密度の変化を表す図である。
【図６】永久磁石体の組み合わせによる磁束密度の変化を表す他の図である。
【図７】永久磁石体の離間距離を変化させたときの出力図である。
【図８】本発明の振動発電機を示す図である。
【図９】磁性筒状体を設けた場合の磁力線の分布を示す図である。
【図１０】加振機の周波数が３Ｈｚ時の出力波形を示す図である。
【図１１】加振機の周波数が５Ｈｚ時の出力波形を示す図である。
【図１２】加振機の周波数を変化させたときの出力電圧を示す図である。
【図１３】加振機の周波数を変化させたときの出力電力を示す図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　永久磁石素子
　２　非磁性筒状体
　３　コイル
　４　磁性筒状体
　５　第１の永久磁石体
　６　第２の永久磁石体
　７　磁性体
　８　緩衝材
　９　振動発電機
　１０　バネ
　１１　磁力線
　１２　磁力線
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